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１．センター試験

（1）　筆記試験
出題内容に関しては，第３問Bと第４問Aで新

傾向の出題があり，出題形式に関しては，第２問
A，B，Cで若干の変化があった。総語数は4,187
語で，13年度の4,251語とほぼ同じ。平均点は
12年 度 は124 .15点，13年 度 は119 .15点，
そして14年度は118.87点で，少しずつではあ
るが下がり続けている。全体としての難易度は13
年と同じ程度であることを考えると，第４問Aの
新傾向問題が平均点が下がった原因であろうか。全
体のマーク数は，13年度に第６問Ｂで設問数が１
つ増え55になったが，14年度は13年度と同様
で，55 。

配点にも若干の変更があった。第１問は変更な
しで，A，Bとも各２点で，合計14点。第２問で
はBの配点が３点から４点になり，Aは各２点，B・
Cは各４点で，合計は41点から44点に増加。第
３問はAが５点から４点に，新傾向のBは各５点，
13年度のBから移ったCは変更なしで６点で，合
計は46点から41点に減少。第４問はAの設問数
が３問から４問に増え，配点も２点上がり，合計
35点，第５問は13年度同様に各６点で合計30
点，第６問ではBの設問が１つ増えたが，全問正
解のもののみ６点であることは13年度と同様で，
合計が36点であることも変更なし。音声に関する
問題の配点が14点，文法・語法系の問題の配点が
44点，残りの142点が読解系の問題で，文法・
語法系の問題の配点が３点増え，読解系の問題の配
点は３点減ったが，読解力重視の傾向に変化はな
い。
第１問

Ａが発音問題，Ｂが音節分けのないアクセント
問題で，いずれもほかの３つと異なるものを選
ぶ，という点は13年度と同じ。発音問題は母音
の発音を問うもの１題と子音の発音を問うものが２
題ずつの出題。発音問題ではglove，onion，oven，
casual，classic，label，loose，アクセント問題では
novel，parade，rescue，vital，audience，origin，
survival，category，priorityなど，いわゆるカタカ
ナ語が多く出題されているのも13年度と同じ。これ
らのカタカナ語も含めて，日頃から正しい発音，ア
クセントを心がけておくことが必要。正答率が特に
低かったA問３を取り上げる。

第１問A　問３ 
① ease　 ② loose　 ③ pause　 ④ praise

②は/s/，その他は/z/であるので，②が正解で
あるが，河合塾の再現答案のデータでは正答率は
39.9％（以下同様）。やはり，日本語化した単語
の発音には注意を促しておく必要がある。
第２問

Aで空所を２つ含む問題が３問出題されたこと，
Bの発話数が，13年度はどれも４回であったのに
対し，問１，問３は５回，問２は６回となっている
こと，Cで整序語句の数が６つになっていること，
いずれの問題も対話形式になっていることなど，こ
まごまとした形式面での変更はあるが，問われてい
る内容そのものに大きな変更はない。Bの発話数の
増加や，Cが対話形式になったことなどは，コミュ
ニケーションを重視する出題の表れである。Aでは
文法の知識そのものを問う出題は問２の時制の問題
のみで，語法やイディオム的表現の知識を問う問題
が大半を占めている。２つの空所を問う問題の正答
率は，問８：56.3％，問９：46.4%，問10：
56.0%で，全体と比べると若干低めになってい
る。逆にsay，talk，teach，tellの語法を問う問
６は94.9％という高い正答率であった。

14年度，13年度には当てはまらないが，例年，
この第２問Ａでは，文法の問題集ではあまり目にす
ることのない新しいパターンの問題や熟語が問われ
ることが多い。その意味で，第２問Ａをきちんとこ
なすためには，語彙や語法，慣用的な表現の知識の
強化という点でも，様々な英文を読む中で自然に身
につけるように心がけるべきであろう。とは言え，
直接問われることは少ないにしても，英文法の知識
は英文を読み書きする上で必要不可欠であるので，
基本的な問題集を１冊仕上げておきたい。

Ｂの対話文完成問題では例年通り，対話の流れか
ら正解を得る問題が中心。問１の選択肢は４つとも
イディオム的な表現を含むもの，問２の選択肢は３
つが「助動詞 + 完了形」を含むもので，もう１つは
had better not do の表現となっており，これは
文法的な知識も問われている。

Ｃの語句整序問題は，選択肢が６つで，２番目と
５番目を答える形式。advise O to do（問１），talk 
O into doing（問２），get caught in the rain（問
３）が14年度の出題内容。正答率は問１は83.1％
だが，問２，問３は50.0％，51.8％でやや低い。
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第３問
Aは語句の意味を類推する問題，新傾向のBは不

要文の選択問題。Cは従来のBが移動したもので，
発言の趣旨を選択する問題。Aではexuberant（問
１）とget cold feet（問２）の意味が問われてい
る。例年指摘している通り，日頃から，予習の段
階ですぐに辞書を調べるのではなく，まず文脈か
ら意味を推測してみる習慣をつけさせることが対
策となる。

Bの不要文の選択問題は，かつて東京大学の二次
試験でも出題のあった形式。問１はほかの文と明
らかに無関係なものが正解になり，正答率は非常
に高くて85.4％。問２，問３はパラグラフ全体
の内容から判断する必要があり，正答率は若干下
がって，問２は68.7%，問３は81.6%。新傾向
ではあるものの，普段から文と文のつながりを考
えて英文を読む練習をしてきた受験生にとっては
比較的取り組みやすかったようだ。対策としては，
普段から文と文のつながりを意識した精読をする
ことであろう。
「高校のカリキュラムの見直しに関する教師の議

論」を扱ったCは，13年度までのBが移動したもの
だが，13年度と違って，発話者は司会者とそのほか
３人となっており，12年度以前の形に戻っている。

配点は46点から41点に減ったが，200点中
41点という配点比率を占める第３問全体に対する
苦手意識を払拭することが，センター試験で高得
点を取るには重要である。
第４問

Ａは「合衆国の州間における移住の傾向」を扱っ
たグラフのついた読解問題，Ｂは「マラソン大会の
申し込みに関するウェブサイト」の読み取り問題が
出題された。Ａの問４を取り上げる。

第４問Ａ　
＜前略＞

The study went on to explore the 
reasons why “movers” leave their home 
states and “stayers” remain.  As for 
movers, there is no single factor that 
influences their decisions to move to 
other states.  The most common reason 
they gave for moving is to seek job or 
business opportunities.  Others report 
moving for personal reasons: family ties,

the desire to live in a good community for 
their children, or retirement.
問４　What topic might follow the last 
　paragraph?

①　Reasons why some Americans stay 
in their home states.

②　States that attract immigrants 
from other countries.

③　Types of occupations movers look 
for in other states.

④　Ways to raise children in a magnet 
state community.

問４はここに引用した最終段落に対応する設
問。第１文に，「この研究は，移住者が自分の生ま
れた州を離れる理由と，そこにとどまる理由につ
いても調べた」とあるが，第２～４文では「自分の
生まれた州を離れる理由」しか述べられていないの
で，最終段落に続く話題としては，①「一部のアメ
リカ人が自分の生まれた州にとどまる理由」が適
切。これまでに例のない出題であるためか，正答率
は21.4％だった。③を選んだ受験生が最も多く，
55.2％。出題の意図がわからず，州を離れた後，
引越し先で何をするか考えて，「どのような仕事を
探すか」と考えた受験生が多かったようだ。

１つのパラグラフ内で文と文のつながりを考えな
がら読み進め（第３問B），１つのパッセージ内で
はパラグラフとパラグラフのつながりを考えながら
読み進める（第４問Aの問４），といういわば当た
り前の読み方が求められる点が，今回の新傾向問題
の特徴と言えるだろう。このような読み方をするこ
とで，全体の文意がとれるため，細部に対する理解
も深まり，未知の表現が出てきても，立ち往生す
ることなく，読み進めることができる（第３問A），
というのが理想の姿であろう。
第５問

12年度は「留学体験に関する２人のスピーチ」，13
年度は「ウェブサイトに投稿された映画に関する２人
の感想」，14年度は「ある画家の日記と，孫からの手
紙」が出題された。一貫して，同一の事柄について，
２人が別々に述べた英文が出題されている。13年度
のようなイラストの並べ換え問題は出題されず，説
明に合致するイラストの選択問題に戻った。語数は
845語で，このタイプの出題としては最も長い英文
だったが，内容も設問も取り組みやすい問題だった。
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第６問
10年度以降，一貫して論説文が出題されてい

る。14年度は「ミュージックプレーヤーの発達と音
楽に対する態度」を述べた論説文が出題された。内
容がやや専門的であったために，受験生にはなじ
みの薄そうな単語がいくつか含まれていたが，本
文中にその説明が入っており，読解に大きな支障
はなかったと思われる。語数は893語でこれも第
６問としては最も長い英文だった。11年度から出
題が続いている「段落の要旨の並べかえ」が，12年
度にはB問題として独立し，段落ごとの選択とな
り，しかも全て正しい選択で正解となったために，
12年度のこの問題の正答率は26.7％と，かなり
低めであった。14年度はB問題の空所は５つから
４つに減った。受験生の対策もそれなりにできて
いたようで，正答率は60.0％。

Aは５問全てが段落指定のある問題（13年度ま
では４問）で，A，Bともに段落単位での内容理解を
試す問題なので，段落単位で丹念に読み進めるこ
とで解答は得られる。ある程度のスピードで，段
落を１つの単位として理解しながら読み進めてい
く力を養ってきた受験生にとっては，比較的落ち
着いて取り組める出題であった。

例年，本稿で指摘している通り，読解力の強化
には，文法的知識と語彙力を高めるとともに，論
説文をはじめ，エッセイや物語文を含めて，様々
なタイプの英文を読むことが必要である。その際
にはよくわからない部分があっても，少なくとも
１つの段落は最後まで読み切り，全体の内容を把
握する訓練が効果的であろう。そのためには，比
較的やさしめの入試問題で段落ごとに内容一致問
題がついたものなどを利用することが考えられる。
また，読解系の授業の予習の際は，あらかじめ生
徒に制限時間を告げておき，まずは辞書なしで英
文を読み，設問に答えさせる練習，つまり｢予習
は模擬試験だ｣という姿勢での練習も効果的であろ
う。私自身の場合，生徒には，｢予習段階で辞書を
使う際は調べたい単語の半分だけを調べ，調べた
単語は絶対にその場で覚えること。残りは文脈か
ら推測すること｣ という指導をしている。外国語
である以上，未知の単語があるのは当然のことで，
それにいかに対応するかという訓練をさせるとい
う意図であるが，第３問Ａなどでは，直接役に立
つはずである。また，一度読んだ英文を繰り返し
て読む，という訓練を嫌がる生徒もいるが，既習

英文を繰り返して読むことで，読解のスピードが
上がるとともに，語彙力の定着にも効果的である。
その意味で，授業で扱った英文や自分が問題集等
で読んだ英文は繰り返して読むように指導すべき
であろう。これらはセンター試験に限らず，国公
立大の二次試験や私立大の試験対策にも有益なは
ずであるし，たとえ入試で英語が必要なのはセン
ター試験だけ，というような生徒にも総合的な力
を高めさせる指導が必要であろう。

（2）リスニング試験
出題形式，出題内容，マーク数，配点のいずれ

も，例年通りの出題。読み上げられた語数は13年
度は1,136語，14年度は1 ,139語で，ほぼ同じ。
設問と選択肢の語数は，13年度と同じく503語。
平均点は13年度の31.45点に対して，33.16点
で，２年連続で６割を超えた。13年度とほぼ同様
の出題内容で，過去問演習を中心に練習を積んで
きた受験生にとっては，比較的取り組みやすい問題
だったようだ。正答率が低かったのは，第１問の問
４，問５，第２問の問８。逆に正答率が高かったの
は，第２問の問11であった。

まずは，対話文を聞いて適切なイラストを選択す
る第１問から，数字の聞き取りを含む問題で，正答
率の低かった問４と問５を取り上げる。例年通り，
数字の絡む問題が第１問での正答率の低い問題と
なっている。

問４　How much will it cost for the woman 
to send all the postcards?
① ￥70　　　  ② ￥140
③ ￥210　　　④ ￥350

［ 読み上げられた英文 ］
W： How much does it cost to send three 

postcards to the US?
M：It's 70 yen per card.
W：Oh, I also have two to China.
M：It's the same price to any country.

最初の女性と男性のやりとりのみから，￥70×
3と計算し，③を選んだ受験生が41.2％いた。女
性の２回目の“two to China”の部分が聞いただ
けではわかりにくいことも原因で，後半のやりとり
を無視した受験生が多かったようだ。本問や13年
度の問４のように，複数個所から情報を得て，解答
を選ばなければならない問題は，正答率が低い。特
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に，数字の聞き取りが絡んでくると，数字ばかりに
気をとられてしまうので，注意が必要である。

問５　What time does the woman say 
　that she will arrive at the meeting?
　① 2：10　　　② 2：15
　③ 2：20　　　④ 2：25

［ 読み上げられた英文 ］
M：It's already 2：05.
W：Oh, ten minutes before the meeting!
M：How soon can you finish your work?
W： In five minutes or so, but tell the 

chairperson I'll be ten minutes late.

問４同様に，数字が絡み，複数個所から情報を得
る必要のある問題。男性と女性の最初のやりとりか
ら，会議は2：15に始まることを理解し，２回目の 
やりとりから，「会議に10分遅れる」，つまり，女性
が会議に到着するのは2：25であると判断する。女 
性の２回目の発言の前半部分の「あと５分で終わる」
という部分は，解答とは直接関係ないが，これも正
答率が下がった原因であろう。

対話文を完成させる問題の第２問では，問８を取
り上げる。これは14年度のリスニング試験でもっ
とも正答率の低かった問題である。

第２問　問８　
① Oh no, I didn't email that.
② Oh no, I didn't receive it.
③ Oh no, I don't need to send it.
④ Oh no, I don't want that.

 ［ 読み上げられた英文 ］
M： Have you finished filling out the form 

on the website?
W：Yes. I did all that. See?
M： Wait. Checking this box means you 

want to receive their email magazine.

受験生には，「チェックボックスにチェックマー
クを入れたままにしておくと，メールマガジンが送
られてくる」という内容自体になじみがない，それ
ゆえに，「メールマガジンが送られてくる」というこ
とが望ましくない，ということが今ひとつわからな
かった受験生もいるのではないかと思われ，正答率
の低さはそれが原因かもしれない。リスニングでは
消去法という方法はとりにくいので，ストレートに
正解の④を選びづらいだろう。

昨年度も指摘したように，対話完成の問題で消去
法を用いることは多々あるが，選択肢を読む時間が限
られているリスニング問題では，そのものずばりとい
う選択肢が選びづらい問題で，戸惑う受験生も多い。
聞き取る力に加えて，英文を素早く読んで理解する力
も，リスニング試験での高得点には必要である。

なお，第２問は，A→B→Aのやりとりに続くB
の発話を選ぶ対話文の完成問題であるが，最後のA
の発話が疑問文になっているものは，14年度は７
問中３問。12年度と13年度は１問しかなかった
ことを考えると，比較的単純な疑問文に対する応答
の選択になっている問題が増えた分，全体的には得
点しやすかったようだ。また，第３問以降では，そ
れほど正答率の低かった問題はなかった。これも，
14年度の平均点が高くなった理由であろう。

例年本稿で指摘している通り，リスニングテスト
では，落ち着いて最後まで聞く姿勢が必要で，平常
心で試験に臨めるレベルにまで聞き取りの力を高め
ておかなければならない。対策としては，①文字を
見ないで繰り返し聞き，かなりの部分が聞き取れる
ようになるまで文字を見ない。②問題に答える。③
文字を見て，聞き取った内容を確かめる。④書き取
る，という一連の練習を積むのが望ましい。①でい
う「かなりの部分が聞き取れるようになるまで」と
いうのは，個人的には「９割方聞き取れるようにな
るまで」と考えている。やはり未知の単語や表現は
聞き取ることができないであろうから，そのような
ものを除いた部分全てが聞き取れるまで，というこ
とである。また，④の書き取りまではセンター試験
では必要ないという意見もあるだろうが，書き取る
ことによって，聞き取りに対する自信が深まるこ
と，語彙力や文法力の向上（聞き取れなかった部分
を文法の知識で修復する）や，正しい綴りの定着に
つながるなど，その効果は大きいと思う。

選択肢の英文をあらかじめ読んでおくことなど，
リスニング問題には読解力が影響を及ぼす要素も大
きい。13年度は，第２問でポーズの時間がやや長
くなり，選択肢も短くなるなどの配慮がなされてい
る。しかし，そもそも読み上げられた速度で英語を
理解できなければ，対話に続く表現を決めることも
できないし，聞き取った英語が言い換えられた選択
肢が正解となる問題には対応できない。正しく速く
読むということは，リスニング問題で高得点を取る
ためにも必要である。そのためには，筆記試験のと
ころで述べた既習英文の反復読みが効果的である。
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２．国公立二次試験

（1）概観
まずは，14年度の主要な国公立大学で出題形式

や内容について変化があったものを取り上げる。
東京大学では，13年度は４（A）で語句整序問題

が出題されたが，14年度は12年度まで出題され
ていた誤文指摘（不要語句指摘）問題に戻った。さ
らに４（B）で13年度に出題された内容説明問題は
なくなり，従来の下線部和訳問題に戻った。逆に，
13年度に初出であった２（A）の写真に写っている
２人の人物の会話を自由に作る問題は引き続き14
年度も出題されている。

京都大学では，13年度と同様に，下線部和訳，
全文英訳問題のみの出題が継承されている。

東北大学では，13年度に出題された読解問題中
での語句整序問題の出題はなくなり，代わりに，本
文の内容に即して，脊椎動物の進化について英語で
要約する問題や，対話問題の中で発言の真意を英語
で表す問題など，リーディングとライティング・ス
ピーキングの技能統合を意図した出題が新たに見ら
れた。

名古屋大学では，読解問題３題，英作文問題１題
という問題構成は変わらないが，13年度に約500
語増加した読解問題の総語数は約200語減少した。

神戸大学では，設問文が全て英語になり，英文そ
のものも約300語増加し，全体的に難化した。英
作文の問題が，13年度は和文英訳と自由英作文の融
合問題だったが，14年度はグラフを用いた自由英作
文の問題が２題（40語での本文の完成問題と50語
での説明問題）出題されている。これもリーディン
グとライティングの技能統合を図る出題と言えよう。

岡山大学では，長文全体の要約問題が復活した。
広島大学は，例年通りの出題内容だが，制限字数

内で解答をまとめるのが難しい問題が出題されるな
ど，全体の難度は上がっている。

九州大学では，12年度に読解問題の語数が約
300語増加，13年度は逆に約200語減少，そし
て14年度は約150語増加している。個々の設問
に従来の九州大学では出題のないものも含まれ，全
体の難度は上がっている。

なお，後述の（4）では，リーディング・リスニン
グ・ライティングの技能統合を徹底追求した問題と
して，東京外国語大学の問題を取り上げる。

 （2）読解問題
国公立大学の二次試験では，内容説明や和訳など

の記述問題が中心となるが，二次試験で出題される
英文のレベルそのものはセンター試験の第３問や第
６問のレベルと大きく変わらないことが多い。和訳
問題でも，従来のように複雑な構文を読み解く，と
いう作業はそれほど必要ではなくなった。複雑な文
構造の把握力が求められているというよりは，比較
的平易な文の構造を正しくつかむことが求められて
おり，合格のためにはかなりの精度で和訳できる必
要がある。

そのようななか，京都大学では例年通り，内容面
でも構造面でも，日本語の表現面でも，高度な学力
を必要とする和訳問題が出題されている。例年通
り，京都大学の読解問題をここで取り上げる。

Ⅰ （1）  That's why we teach the history 
of the field to our students, and scientists 
who cheerfully ignore philosophy do so 
at their own risk.  There is no such thing 
as philosophy-free science, just science 
that has been conducted without any 
consideration of its underlying assumptions.
だから私たちは哲学の歴史を学生たちに教える
のであり，哲学を軽々しく無視する科学者は，
自らの責任においてそうしているのだ。哲学の
ない科学など存在せず，根底にある前提につい
てまったく考慮することなく行われてきた科学
があるだけだ。

第１文は構文的には比較的容易であるが，最後
のat their own riskはそこまでの文意がとれて
いなければなかなか日本語にするのは難しい。ま
たcheerfullyも日本語に置き換えづらい単語の１
つ。ここでは「軽々しく」としているが，各予備校
によって訳語の選択は異なっている。第２文は，各
予備校により判断の分かれた部分だが，「科学者や
分子生物学者は歴史を無視している」というここま
での文意，およびこれに続く「この上なく幸運な科
学者は歴史を考慮せず上手くやっていく者もいる
が，そういった科学者は生まれながらの哲学者なの
かもしれない」，つまり，全ての科学には哲学的思
索が必要なのだ，という文意を考えれば，There is 
no such thing as philosophy-free science, 
just science that … は「哲学のない科学など存
在せず，…な科学があるだけだ」と文意をとるのが



7

正しいだろう。that … の部分は「根底にある（哲学
的な）前提をまったく考慮していない」，つまり，筆
者に言わせれば，「科学とは名ばかりの，えせの」と
いった意味合いである。おおむね，この方向で各予
備校の解答も修正されているが，この部分は，内容
的にも，構文的にもかなり難しい。このほか，Ⅱ 

（3）は，意味はわかるのだが，それを１つの日本文
にまとめようとすると，かなりの日本語表現力が必
要とされ，特に京都大学に向けて練習をしてきた受
験生でなければ対応できないような出題となってお
り，いかにも京都大学的な問題であった。

（3）表現力
例年指摘している通り，表現力を問う問題には，

東京大学に代表される自由英作文の流れと，京都大
学に代表される従来の和文英訳の流れがある。14年
度の自由英作文では，あるテーマについて自分の意
見を述べるもの（東京大・一橋大・大阪大・岡山大・
広島大・九州大など），英文や日本文を読み，その
内容について意見や感想を述べるもの（北海道大・
筑波大・金沢大など），要約・説明するもの（東北
大・岡山大），写真や図表から読み取った内容を述
べるもの（東京大・神戸大・広島大など），対話文の
一部を補充するもの（名古屋大・金沢大など）など，
多岐に渡る。また，金沢大，大阪大，岡山大，九州
大などのように，和文英訳と自由英作文の両方を出
題する大学もある。

13年度同様に金沢大学のⅣを挙げる。和文英訳
と自由英作文の融合問題で，問題文が日本語か英語
かの違いはあれ，多くの大学で採用されている出題
形式である。

「外国語を学ぶことはその国の文化や人々，歴
史への関心を育てる」。オーストラリアのマール
ス貿易相は８日，小学校で日本語を学んだ経験
を振り返り，外国語を学ぶ重要性を強調した。

「『私は…です』しか覚えていない。もっと勉強す
ればよかった」。それでも言葉を学んだことは大
人になって日本を訪れ，人々と友情を築くきっ
かけになったと語る。

同相は，アジアへの理解を深める取り組みに
今後10年で3500万豪㌦（約33億円）を支
出すると発表した。（以下省略）（『日本経済新聞』

〔2013年７月10日〕より一部改変の上，引用。）
問１　下線部を英語に訳しなさい。

問２　日本についての理解を深めてもらうため
に，あなたが，留学生や研修生に，日本にい
る間に必ずしてほしいと思うことは何ですか。
一つ挙げて，その理由を説明しなさい。全体
で50語から60語の英語で書くこと。（以下
省略）

「日本についての理解を外国人にしてもらうため
に必要なこと」を問う問題は，今後も他大学での出
題が予測される。「SNSの功罪」（筑波大），「グロー
バライゼーションの功罪」（九州大）など，ある程度
まではあらかじめ準備しておける問題が多く，今後
も同種の内容の出題は考えられる。自由英作文に関
しては，インターネットや携帯電話，SNSの功罪，
将来の夢，ことわざの説明，日本独自の文物の説明

（13年度の岩手大の「寿司」「折り紙」，11年度の広
島大の「沈黙は金なり」，10年度の岡山大の「あい
まい」）など，頻出のテーマ，既出のテーマの練習
から入るのが効果的であろう。特に初めのうちは，
具体的に書くべき内容を教師側がある程度まで挙げ
てやることで，何を書いていいのかわからない，と
いう自由英作文以前の問題も回避できるのではない
かと思う。

例年指摘している通り，自由英作文であれ，和文
英訳であれ，生徒の書いた答案を添削するだけでは
なく，もう一度書き直させることが絶対に必要であ
るが，その際には，教師が添削する前に，自分が書い
た答案を自分で添削する，という作業，あるいは生
徒同士で添削させるのも有効であろう。自分の書い
たものであっても，改めて客観的に見直せば，内容
的な矛盾点や，三単現のsの漏れなど初歩的なミス
にも気づくものである。もちろん，その後で，教師
が目を通す必要があることは言うまでもない。また，
生徒は自分の書いた英語の正しさを気にするが，教
師レベルで辞書を引かなければ正しいかどうかの判
断がつきにくい表現を無理に使うよりも，簡潔で正し
い表現，その文脈にふさわしい表現を正確に覚えさ
せ，的確な表現を増やすよう指導する必要がある。

（4）技能統合を目指したもの
英語においては，13年度の高１生から始まった

新学習指導要領に従った教育課程では，リーディン
グ・ライティング・リスニング・スピーキングとい
う４つの技能を総合的に育成し，統合的に活用させ
ることが，大きな柱となっている。英語の新課程入
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試は16年度からではあるが，すでに新課程を先取
りするような入試問題の出題が行われている。その
代表例が東京外国語大学のリスニング問題である。
本稿の執筆時点では，14年度の問題が入手できてい
ないために，13年度の問題を掲載するが，受験生か
らの情報では14年度も同様の出題であった。

6  英語による講義を聞き，（1）その内容を英語で
要約し，（2）その内容に関連する課題についてあ
なたの意見を英語で書きなさい。＜以下省略＞

（1）これから，英語による講義を聞き，その内
容を200語程度の英語で要約しなさい。＜中
略＞なお，講義についての下記の資料を参考
に要約すること。＜講義資料省略＞

（2）講議の内容に関連する次の課題について，あ
なたの意見を200語程度の英語で書きなさい。
In some countries, students strike to 
have their voices heard to bring about 
changes to their school.  What changes 
would you make to schools in your 
country?  Also, what could students do 
to bring about these changes?

省略した講義資料は，４枚のメモ書きで，読み上
げられる英文は500語を超えるもの。この問題は
究極の技能統合問題であるが，今後はこれに類する
問題が増えてくることが予想される。

３．私立大学

私立大学では14年度も圧倒的に客観式の問題が
中心であった。空所補充，下線部の言い換え，内容
一致などが中心の出題形式である。空所補充や言い
換え問題では，単語や熟語等の語彙的知識をそのま

ま問う場合と，文意を把握した上で，未知の（ある
いは難解な）語句の意味を推測する必要がある場合
があるので，基本的な語彙力の強化と，英文内容の
理解力を高めておく必要があるという点では，国公
立大学の場合と違いはない。国公立・私立を問わ
ず，近年読解問題の長文化が進んでいるが，選択肢
中心の私立大の問題は，１題の英文量が多いだけで
なく，問題数が多いのも特徴であり，限られた時間
内で設問に答えるトレーニングが絶対に不可欠であ
る。紙面の都合上，具体的な問題を挙げることはで
きないが，大学によっては独特な選択肢を作ること
があるので，受験大学の過去問演習は不可欠である
のは，言うまでもない。

また，表現力を問う問題として，200語程度の
英文の要旨を１文で表す問題（早稲田大 文化構想学
部・文学部），与えられたテーマについて意見を述
べる問題（早稲田大 法学部・政治経済学部・国際教
養学部／慶應応義塾大 医学部・経済学部），対話文
の完成問題（慶應義塾大 経済学部）などが出題され
ている。これらの英作文に対する対策は，国公立大
学に関して述べたことがそのまま当てはまるだろ
う。また，技能統合を意識した問題としては，読解
問題として出題された問題に答えた後，本文の内容
と関連するテーマで自由英作文を書く問題（青山学
院大・聖心女子大など）が出題されている。

■江本　祐一（えもと・ゆういち）
東大，京大，医進の授業を主に担当。長文

読解，京大英文解釈，京大英作文，医進英語
などのテキスト，京大入試即応オープンの作
成メンバー。出版物は「英語暗唱文ターゲッ
ト 450」（旺文社），「入試英単語の王道」（河
合出版・共著），「センターはこれだけ」（文英
堂・共著）など。
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